
単位：千円

24年度 23年度 増　減

自治と協働のしくみをつくる

＜分権時代の新たな自治のしくみづくり＞

都市政策研究事業 [総合企画局] 11,347 14,346  △ 2,999 

住民投票制度運営事業 [総務局] 17,315 1,642          15,673 

＜協働のまちづくりの推進＞

大学連携の推進 [総合企画局] 500 592             △ 92 

協働型事業の推進 [市民・こども局] 190 205             △ 15 

市民活動の支援 [市民・こども局] 139,691 135,513      4,178 

特定非営利活動法人事務事業 [市民・こども局] 2,268 497 1,771 

地域コミュニティ施策の推進 [市民・こども局] 1,075 1,100  △ 25 

地域振興事業 [市民・こども局] 26,507 31,508         △ 5,001 

町内会・自治会会館耐震対策事業 [市民・こども局] 13,644 14,660         △ 1,016 

・ 耐震診断士の派遣
・ 耐震設計・改修への補助

◎町内会・自治会活動支援事業 [川崎区] 2,340 -                2,340 

　 市民活動の活性化を図るため、公益財団法人かわさき市民活
動センターへの運営補助を行い、支援施策を推進する。

　 町内会・自治会を中心に、市民活動団体等が緩やかに連携し
て、地域の課題を解決する地域コミュニティづくりを推進する。

　 地域住民組織活動の活性化と自治意識の高揚を図るため、全
町内会連合会の活動の支援等を行う。

　 ＮＰＯ法人の認証事務、認定事務及び相談業務を実施する。ま
た、寄附促進を図るため、寄附金控除の対象となるＮＰＯ法人を
条例で指定する制度を新たに導入する。

　 町内会・自治会に対して掲示板の補修等の費用の一部を補助
し、掲示板の整備促進を図り、地域コミュニティを強化するととも
に、災害時における情報共有手段としての活用に取り組む。

   「川崎市協働型事業のルール」を活用し、市民活動団体と行政
の協働型事業の推進を図る。

＜　参 加 と 協 働 に よ る 市 民 自 治 の ま ち づ く り　＞

事　業　名　（概　要）

　本格的な地方分権時代を迎える中で、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現に向けて、新たな
自治のしくみをつくり、市民本位の行政運営を推進するとともに、地域課題の解決や新たな公共サービ
ス提供のための環境を整備し、市民と行政の協働によるまちづくりを推進します。
　また、市民参加による地域主体のまちづくりに向けて、地域の課題を解決できる区役所の機能を整え
るほか、迅速で的確な総合相談サービスの提供や情報環境の整備を進め、市民満足度の高い行政
サービスを提供していきます。

   自治推進委員会の運営等を行うなど、市民自治の拡充推進の
取組を行う。

   住民投票条例に基づき、住民投票制度の適正な運営を行う。



単位：千円

24年度 23年度 増　減事　業　名　（概　要）

商店街と連携した地域のまちづくり推進事業 [中原区] 1,187 1,106          81 

大型集合住宅住民組織支援事業 [中原区] 3,401 5,232           △ 1,831 

冒険あそび場活動支援事業 [宮前区] 1,082 1,435           △ 353 

[多摩区] 2,824 3,204           △ 380 

市民と協働して地域課題を解決する

＜区における地域課題への的確な対応＞

児童健全育成の推進 [市民・こども局] 3,370,584 3,568,176    △ 197,592 

地域の自主的なまちづくりへの誘導・支援 [まちづくり局] 9,875 8,700         1,175 

鹿島田駅周辺総合的環境整備事業 [幸区] 944 1,033           △ 89 

麻生区市民活動支援施設活用事業 [麻生区] 8,279 7,997          282 

◎いきいきまちづくり推進事業 [麻生区] 1,000 -                1,000 

地域課題対応事業（局区連携事業） [各区] 160,781 213,432       △ 52,651 

  主な事業内容は、20及び88ページ

地域課題対応事業（区独自事業） [各区] 389,498 387,818      1,680 

  主な事業内容は、20及び88ページ

総合的な子ども支援事業 [各区] 68,643 62,037 6,606 

＜区における市民活動支援施策の推進＞

市民活動の支援 [市民・こども局] 139,691 135,513 4,178 

　 商店街を地域コミュニティの場として活用し、料理教室や物産
展などのモデル事業を実施することにより、地域の活性化に向け
た取組を推進する。

　 区内大型集合住宅の住民組織形成に向けて、専門家による講
座やシンポジウム、区民交流イベントを開催することで、意識啓発
及び地域交流を推進し、自主的な動きを促す。

　 高齢者、障害者、介護者等がより便利で快適な環境でいきいき
と生活するため、「かわさき基準（ＫＩＳ）」認証福祉製品等の紹介・
展示やイベント等を通じた交流の促進を図る。

　 公園などを活用し、地域が主体となって行う「冒険あそび場」を
支援することで、地域コミュニティの活性化と次世代育成の場づく
りを進める。

   公園を地域におけるコミュニティの拠点の一つと位置づけ、公
園に関するフォーラムの開催や公園活用事例紹介集の作成など
を関係団体との協働により進める。

   各区が主体となり、区民の参加と協働により地域の抱える課題
解決や地域の特性を活かした事業などを実施する。

公園を拠点としたコミュニティづくり推進事業

   区役所が地域における子ども支援の拠点として、地域の実情に
あわせた総合的な子ども支援施策を推進する。

   地域で設立する協議会との協働により、放置自転車やポイ捨て
などに対応した、総合的な環境整備活動を展開する。

　 地域からの視点を活かして、区の課題解決を図るため、区役所
が関係局と主体的に調整を行い、事業を推進する。

   「麻生市民交流館やまゆり」を市民活動支援の拠点とし、市民
の主体的な運営参画実現により、市民活動の一層の推進を図る。



単位：千円

24年度 23年度 増　減事　業　名　（概　要）

＜便利で快適な区役所サービスの

　　　　　　　　　　　　　効率的・効果的・総合的な提供＞

総合コンタクトセンター事業 [総務局] 119,569 112,438      7,131 

区役所転出入窓口の土曜日開設 ［市民・こども局・各区] 1,266 319            947 

　　　窓口サービス機能再編の推進 ［市民・こども局・各区] 310,251 309,126      1,125 

・

・

・

区役所等庁舎の計画的・効率的な整備 ［市民・こども局・各区] 350,201 543,416       △ 193,215 

・

・

・

＜市民参加による区行政の推進＞

区民会議の運営 [各区] 38,060 39,077         △ 1,017 

市民満足度の高い行政サービスを提供する

＜市民本位の情報環境の整備＞

市議会の中継 [議会局] 6,465 6,591  △ 126 

電子申請の推進 [総務局] 230,322 311,393  △ 81,071 

電子行政サービスの向上 [総務局] 55,563 32,583 22,980 

＜迅速で的確な総合相談サービスの提供＞

総合コンタクトセンター事業 [総務局] 119,569 112,438 7,131 

   区の総合的なサービス提供拠点となる新庁舎の実施設計、
事前工事等を行い、整備工事に着手する。

区役所等庁舎整備事業
   区役所等庁舎の長寿命化に向けた整備を行う。

   毎月第２・第４土曜日に、区役所の転出入窓口を開設し、窓口
サービスの向上を図る。

区役所快適化リフォーム事業

幸区役所庁舎整備事業

   区民の参加と協働による地域社会の課題解決に向けた調査審
議を行う。

　 電子申請サービスの利用率の向上を図るため、より利用しやす
いシステムへと改善する。

   インターネット中継及び区役所等でのモニター中継を実施し、
あわせて傍聴者向けに議場内大型ディスプレイにも投影する。

   本市のホームページをより利用しやすくするため、リニューアル
に向けた構築・移行作業を実施する。

区役所施設整備費　など

　 市民の利便性及び満足度の向上を図るため、「サンキューコー
ルかわさき」の運営等を実施する。

区役所、支所・出張所等の

機能再編推進事業

   宮前連絡所については、証明書発行体制の見直しや障害
者福祉施設への建替え等に向けた取組を進め、柿生連絡所
については、機能再編への検討を進める。

区役所サービス向上推進事業

   平成23年度に改定した「区役所サービス向上指針」に基づ
き、より効果的・効率的な区役所サービスの向上を図る。

   区役所や支所をよりわかりやすく快適に利用できるよう、内
部改修を実施するとともに、支所にエレベーターを設置する。


